
 

 

 

 

 

「子どもの受動喫煙の防止に関する基本的な考え方（案）」 

に対する市民意見の内容及び市の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 

名 古 屋 市 

 



 

 

 「子どもの受動喫煙の防止に関する基本的な考え方（案）」に対し、貴重な

ご意見をいただき、ありがとうございました。いただいたご意見の概要と、そ

れに対する市の考え方を公表します。 

 なお、ご意見の内容は、一部を要約するとともに、趣旨の類似するものをま

とめ、項目別に分割して掲載していますのでご了承ください。 

 

１ 意見募集の概要 

 (1) 意見募集期間 令和元年12月17日（火）から令和2年1月16日（木） 

 (2) 意見提出状況 意見提出者数：653名  意見総数：1,038件 

  ・意見提出方法 

郵便 ファックス 電子メール 持参 合計 

112名  83名  94名 364名 653名 

 

２ 意見の内訳 

条例全般 254件

条例の名称 3件

目的 3件

定義 96件

責務 4件

子どもの受動喫煙の防止 411件

子どもの受動喫煙の防止のための取り組み 218件

その他 49件

 

※点字版、音声変換用テキストファイルをご希望の方は、下記へご連絡ください。 

 

 

名古屋市健康福祉局健康部健康増進課        

電話：052-972-4058 ファックス：052-972-4152   

電子メール：a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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＜意見の概要及び市の考え方＞ 

１ 条例全般（２５４件） 

【市民意見】 

・条例制定に反対である。 

・たばこ、喫煙者等を規制することに反対である。 

・たばこ、喫煙者等を悪いものと決めつけるのはおかしい。 

・たばこ税は貴重な財源であり、喫煙等を規制すべきではない。 

・子どもの前で喫煙しないことは常識であり条例化の必要はない。 

・健康増進法の施行により喫煙は規制されるため条例の必要はない。 

・飲食店等民間施設に踏み込んだ条例を制定することに反対である。 

・罰則規定がない実効性のない条例を作る必要はない。 

・少数派である喫煙者に市税を使い条例を検討する必要はない。 

・受動喫煙による健康影響は解明されていない。 

・たばこの煙から守ることが子どもたちの健康につながるのか。 

・もっと子どものことを考えた条例にしてほしい。 

・条例制定に賛成である。 

・基本的な考えに賛成である。大人は選択できるが子どもはできない。 

・市民から標語を募集して複数の標語を集めた「喫煙マナー標語集条例」と

してはどうか。 

・子どもに被害の出ないように加熱式たばこを広める条例を検討してはどうか。 

【市の考え方】 

 子どもは、受動喫煙による健康影響が大きく、自らの意思によって受動喫

煙を避けることが困難な場合が多いことから、大人や社会が受動喫煙から子

どもを守らなければなりません。 

 令和２年４月の「健康増進法の一部を改正する法律」（以下「改正健康増

進法」といいます。）の全面施行により、多くの施設において屋内が原則禁

煙となり、２０歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止になるなど、受動喫煙対

策の強化が図られます。 
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 しかしながら、改正健康増進法においては、家庭や屋外等について喫煙を

する際の配慮義務は規定されていますが、禁煙等の措置は定められておりま

せん。 

 このため、今回の条例では、子どもの受動喫煙が生じることが多いと考え

られる場面について努力義務を求めるとともに、市においてもそれらの場面

に応じた対策を講じることで、子どもの受動喫煙防止を推進してまいります。

 また、この条例は、市や市民の責務を定めることで子どもを受動喫煙から

守ることを主眼としたものであり、また、たばこ、喫煙者、施設等について

改正健康増進法を上回る規制をするものではありませんが、周知啓発等の際

には、間違った印象や誤解を与えないよう注意してまいります。 

なお、いただいたご意見のうち、具体的な内容のものにつきましては、今

後の参考とさせていただきます。 

 

２ 条例の名称（３件） 

【市民意見】 

・受動喫煙だけでなくたばこから守るという名称にしてほしい。 

・名古屋市たばこ条例等目的が分かりやすい名称にしてほしい。 

【市の考え方】 

 改正健康増進法において、家庭や屋外等において、喫煙をする際の配慮義

務は規定されていますが、禁煙等の措置は定められておらず、受動喫煙の子

どもへの影響が顕在化するおそれがあります。こうしたご指摘を踏まえ子ど

もを受動喫煙による影響から守るための条例の制定を検討してきたものであ

り、条例の趣旨や目的にあわせた名称となるよう検討をしております。 
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３ 目的（３件） 

【市民意見】 

・目的規定における「子ども」の標記を「子どもたち」にしてほしい。 

・子どもだけでなく、大人もたばこから守る施策を実施してほしい。 

【市の考え方】 

 この条例における「子ども」には全ての子どもたちが含まれるものと考え

ております。 

なお、いただいたご意見のうち、具体的な内容のものにつきましては、今

後の参考とさせていただきます。 
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４ 定義（９６件） 

 

 

【市民意見】 

・加熱式たばこは紙巻きたばこに比べて煙やにおいが少ないので、条例で規

制すべきではない。 

・科学的エビデンスが明確ではない加熱式たばこについては、紙巻きたばこ

と同様の規制をすべきではない。 

・改正健康増進法において、紙巻きたばこと加熱式たばことが区別されてい

るのに、条例で同等に扱われているのはおかしい。加熱式たばこは条例で

規制すべきではない。 

・たばこに加熱式たばこが含まれているかがわかりづらい。 

・電子たばこによる喫煙も規制するようにしてほしい。 

・電子たばこは害が少ないため規制すべきではない。 

・ニコチンを含まないものであっても、たばこをイメージする全ての国内販

売商品を含むようにしてほしい。 

・受動喫煙の定義として、煙や蒸気とあるが、明確にされていない状態で規

制すべきではない。 

・たばこの有害物質は喫煙者の呼気にも含まれるため、受動喫煙の定義に喫

煙者の呼気も含めてほしい。 

・喫煙は、噴霧による場合もあるため、含まれるような定義にしてほしい。

【市の考え方】 

 「たばこ」、「喫煙」及び「受動喫煙」の定義については、改正健康増進法

と同様の規定としております。 

 なお、加熱式たばこは改正健康増進法において、たばこの定義に含まれ、

原則規制対象としつつ、発生した煙（蒸気）が他人の健康を損なうおそれが

あることが明らかでない指定たばこに指定し、加熱式たばこ専用の喫煙室に

おける飲食等が経過措置として認められていますが、条例においては、喫煙

室設置に類似する項目はございませんので、別の定めを設けることとしてお

りません。 
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 また、葉たばこを原料としないいわゆる電子たばこについては、製造たば

こにも製造たばこ代用品にも該当せず、改正健康増進法の規制の対象外とさ

れており、この条例におけるたばこ等の定義にも含まれません。 

なお、電子たばこの使用は、厚生労働省の報告書によると、健康への影響

に懸念があるとされており、今後も国の動向を注視してまいります。 

 

【市民意見】 

・子どもだけでなく出生前の胎児も広義的に含め、妊婦も受動喫煙から守る

ようにしてほしい。 

【市の考え方】 

 この条例は、自ら受動喫煙を避けることが困難な場合が多い子どもを受動

喫煙から守ることを主眼としており、条例における子どもの定義に胎児は含

まれませんが、妊産婦の喫煙及び受動喫煙については、健康なごやプラン

21（第 2 次）の目標の一つとして妊娠中の喫煙をなくすことを掲げ、喫煙や

受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供について、妊産婦については

特に普及啓発の充実を図ることとし、母子健康手帳交付の際のリーフレット

配布等を行っております。今後も、妊産婦の喫煙及び受動喫煙防止のための

取組みにつきましては、積極的に推進してまいりたいと考えております。 

 

【市民意見】 

・子どもを未成年者喫煙防止法と同様２０歳未満の者としてほしい。 

【市の考え方】 

 受動喫煙にさらされないことは、子どもが健康な生活をおくるための権利

の一つであると考えております。こうしたことから、この条例における子ど

もの定義については、他の子どもの権利に関する法令等にあわせ、「１８歳

未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当である者」と規

定したものです。 
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５ 責務（４件） 

【市民意見】 

・環境の整備とあるが、結局喫煙場所を無くすだけなのではないか。 

【市の考え方】 

 子どもを受動喫煙から守るための環境を整備することの総括的な表現であ

り、喫煙場所等特定のものを指すものではございません。 

 

【市民意見】 

・県と連携し、低予算かつ効果的に事業実施できるよう工夫してほしい。 

・団体や市民が参加できるたばこ会議の開催等をしてほしい。 

【市の考え方】 

 子どもの受動喫煙の推進のため、市民の理解促進のための啓発活動や、関

係機関及び関係団体と連携・協力を図ってまいります。 

 なお、具体的な方策に関するご意見については、個別の事業計画等で対応

していくものと考えておりますので、今後の参考とさせていただきます。 

 

【市民意見】 

・「いかなる場所においても」というのは範囲が広すぎる。もっと具体的に

どうするのかを説明してほしい。 

【市の考え方】 

 子どもの受動喫煙はいかなる場所においても生じさせないようにしなけれ

ばならないと考えております。しかしながら、ご意見のとおり、具体的にど

のような対応をすればよいかがわかりづらいと思われますので、条例の内容

についてわかりやすく周知が図れるよう、条例の普及・啓発を進める中で工

夫してまいります。 
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６ 子どもの受動喫煙の防止（４１１件） 

【市民意見】 

・家庭、自動車等のプライベート空間を条例で規制することに反対である。

・プライベート空間を条例で規制することは憲法の基本的人権に抵触するの

ではないか。 

・私的空間は条例で禁止するのではなく、子どもの周囲で喫煙しないことを

周知啓発すればよい。 

・他のことでもプライベートの領域に対して、行政が口を出すようになるお

それがある。 

・家庭や車内は子どもや喫煙者に対して何らかのルールを追加した方が良い。

・子どものいる家庭では、たばこは室内で吸わずに屋外で吸うようにしたほ

うが良い。 

・窓を開けて換気をよくすることに努めます。 

・家庭で喫煙するときは換気扇の下で喫煙するといいと思う。 

・家庭の受動喫煙防止に、保護者だけでなく、子どもと一緒に住んでいる喫

煙同居者も加えてほしい。 

・屋外の受動喫煙による健康影響は科学的な根拠が無いため規制すべきでは

ない。 

・子どもの受動喫煙等の防止を条例から削除してほしい。 

【市の考え方】 

 改正健康増進法において、家庭や屋外等において、喫煙をする際の配慮義

務は規定されていますが、禁煙等の措置は定められておらず、受動喫煙の子

どもへの影響が顕在化するおそれがあります。 

 このため、条例では、子どもの受動喫煙が生じることが多いと考えられる

場面について努力義務を求めるとともに、市においてもそれらの場面に応じ

た対策を講じることで、子どもの受動喫煙防止を推進してまいります。 

 なお、家庭等における子どもの受動喫煙等の防止につきましては、様々なご意

見を踏まえ、より子どもを受動喫煙から守る内容となるよう修正いたします。 
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【市民意見】 

・三次喫煙を条例で規制することに反対である。 

・三次喫煙は科学的に証明されておらず、条例で規制することに反対であ

る。 

・三次喫煙は、厚生労働省も、現段階で三次喫煙による健康影響を示す疫学

調査報告は見当たらないとしており、科学的エビデンスが明確でないもの

を規制対象にすることに反対である。 

・三次喫煙について理解していない人もいるため、分かりやすい表現に変更

した方がよい。建物内では子どもが利用しない室内も含めて喫煙を禁止す

べきである。 

・三次喫煙の防止が入っていることは非常に良いと思う。発がん性物質であ

る残留化学物質の曝露から保護することは非常に重要である。 

・自動車内においても三次喫煙を防止するために、子どもが利用する可能性

がある自動車内では子どもがいない時にも常時喫煙を禁止すべき。 

【市の考え方】 

 三次喫煙については、厚生労働省の報告書によると、「概念が報告されて

からまだ数年のため、現段階で三次喫煙による健康影響を示す疫学調査報告

は見当たらない。」、「最近は家屋の埃にも発がん性のたばこ特異的ニトロソ

アミンが含まれるなど三次喫煙を示す実験結果は、次々に報告されてい

る。」ことなどや検討部会でのご意見なども踏まえ、子どもへの健康影響を

少しでも減らすという観点から考え方としてお示ししました。しかしなが

ら、健康影響が明確でないまま条例に規定することによる市民生活への影響

等を懸念する多数の意見等を踏まえ、削除するよう修正いたします。 
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【市民意見】 

・学校等の周辺、通学路、公園、路上等の全域の建物内・敷地内禁煙にして

ほしい。 

・官公庁、市施設、医療機関、金融機関、飲食店等の公共の場の屋内及び入

口から２５メートル以内の屋外を完全禁煙とし、管理者や喫煙者が違反し

た場合に罰金を科すようにしてほしい。 

・小学生が社会見学に行く市内の市有施設を敷地内全面禁煙にしてほしい。

・子どもの受動喫煙の防止について、「努める」ではなく「禁止する」にし

てほしい。 

・飲食店を完全禁煙にしてほしい。 

・ベランダ喫煙を禁止にしてほしい。 

・東山動物園を禁煙にしてほしい。 

・子どもに受動喫煙をさせる行為を虐待と定義し、違反に対して刑事罰を科

すことができるようにしてほしい。 

・屋外への灰皿設置及び喫煙の黙認に罰金を科すようにしてほしい。 

・努力義務だけではなく過料を取るようにしてほしい。 

【市の考え方】 

 この条例は、改正健康増進法において、禁煙等の措置が定められていない

家庭や屋外等において、受動喫煙の子どもへの影響が顕在化するおそれがあ

ることから、子どもの受動喫煙が生じることが多いと考えられる場面での努

力義務を求めるとともに、市においても対策を講じることにより、子どもの

受動喫煙防止を推進してまいりたいと考えております。 
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７ 子どもの受動喫煙防止のための取り組み（２１８件） 

 

 

【市民意見】 

・公共の場所に喫煙場所（分煙場所）を設けることが、子どもを含めた受動

喫煙防止のための効果的な対策である。 

・公共の場所に喫煙者が喫煙できる喫煙場所をつくってほしい。 

・海外からの来訪者のことも考えると喫煙場所が少ない。 

・分煙では子ども等を受動喫煙から守れないので、敷地内も含め全面禁煙と

すべきである。 

・分煙では、受動喫煙や三次喫煙による健康障害を防ぐことができないの

で、そのために予算や時間をかけないでほしい。 

・屋外の分煙対策は、屋外の受動喫煙対策にしてもらいたい。ＷＨＯでは分

煙では受動喫煙を防止できないとしている。分煙は条例に不適切である。

・喫煙所を設置すると必ず受動喫煙が生じるので喫煙所は設置しないでほし

い。 

・たばこ税は貴重な財源であり、喫煙者の喫煙できる場所をこれ以上せばめ

ないでほしい。 

・子どもの受動喫煙防止にかこつけて喫煙設備を撤去することは反対であ

る。 

・市内全域で子どもたちが吸わされなくていい道路環境を実現してほしい。

・公衆喫煙所は開放型ではなく閉鎖コンテナ型にしてほしい。 

・屋内と屋外を同列で考えるべきではない。 

・コンビニ等に灰皿があるが、子どもも利用する場所であり、受動喫煙を無

くすための条例や対応が必要である。 

・コンビニ等子どもが立ち寄りそうな場所の喫煙は無くしてほしい。 

【市の考え方】 

 たばこ規制枠組条約第８条の実施のためのガイドラインにおいて、「すべて

の「屋内の」公共の場だけではなく、「適切」な場合には、「他の」（屋外また

は半屋外の）公共の場においても保護対策を講じることを義務付けている。 
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法律が該当するところでは、このような屋外または半屋外の公共の場を特定

する際に、締約国は様々な状況で起こり得る健康被害についての証拠を検討

し、危険が存在することが証拠によって明らかな場所では必ず、たばこの煙

にさらされることから最も効果的に保護する方法を取るように行動しなけれ

ばならない。」とされております。 

 国においては、改正健康増進法第25条の規定に基づく、受動喫煙を防止す

るための措置の総合的かつ効果的な推進のための自治体の具体的な取組み例

の一つとして、屋外分煙施設の設置が示されています。 

 本市では、このような背景も踏まえ、子どもを受動喫煙から守るための屋

外の分煙対策を検討してまいりたいと考えております。 

 なお、具体的な方策に関するご意見については、個別の事業計画等で対応

していくものと考えておりますので、今後の参考とさせていただきます。 

 

【市民意見】 

・条例で禁煙治療の普及を規定することに反対である。 

・禁煙治療の普及は、「健康なごやプラン21」でも謳われており、改めて条

例化の必要はない。あえて書き加えるのであれば、「子どものために希望

する者に禁煙外来を勧める」とするべきである。 

・一律の禁煙ではなく、子どもの受動喫煙防止の趣旨に基づき、「子どもの

ために禁煙を希望する者を対象とした禁煙指導」とするべきである。 

・喫煙がある限り必ず受動喫煙は生じるものであり、禁煙治療の普及が入っ

ているのは素晴らしい。 

・子ども等の受動喫煙と同居する喫煙者の禁煙治療のための助成制度を設け

ると良いと思う。 

・子どもの受動喫煙防止の取組みとして禁煙治療については好ましいが、喫

煙を開始してしまった子どもへの禁煙治療も必要である。 

・未成年喫煙患者を治療対応するクリニックを市の公式サイトでわかりやす

く掲載してほしい。 

・受動喫煙患者を治療する医療機関が無くて困っている。 
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【市の考え方】 

 禁煙治療の普及については、これまでも、健康なごやプラン21（第2次）

において、禁煙外来等禁煙支援に関する情報提供を進めるとしてまいりまし

た。家庭等プライベート空間において子どもを受動喫煙から守るためには、

家族が禁煙をすることが効果的であると考えますので、子どもの受動喫煙防

止の観点からも、禁煙治療の普及に取り組んでまいりたいと考えております。

 なお、具体的な方策に関するご意見については、個別の事業計画等で対応

していくものと考えておりますので、今後の参考とさせていただきます。 

 

【市民意見】 

・たばこを吸わずに２５歳になった人はその後もたばこを吸わない可能性が

高いので、子どもの禁煙教育や子どもだけでなく親子での禁煙教育等が対

策として必要だと思う。 

・教育は、大人も子どもも必要だと思う。 

・教育において、受動喫煙の有害性・防止だけでなく、喫煙の有害性・防止

についても必要な施策を講じてほしい。 

・「子どものときから、タバコを吸い始めないことの大切さを伝える」教育

や啓発が極めて重要であり規定してほしい。 

・喫煙マナーの教育であればよいが、嗜好品を教育で排除するという考えに

は反対である。 

・市の全区で区役所等の会場で誰でも気軽に聞きにいける喫煙セミナーを年

一回は開催してほしい。 

【市の考え方】 

これまでも、健康なごやプラン21（第2次）において、学校での防煙と健

康教育を進めるとして取り組んでまいりましたが、子どもの受動喫煙防止の

観点から、これまで以上に内容等を充実してまいりたいと考えております。
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 なお、具体的な方策に関するご意見については、個別の事業計画等で対応

していくものと考えておりますので、今後の参考とさせていただきます。 

 

【市民意見】 

・乳幼児施設及び学校でＰＴＡを含めた家庭の室内禁煙を働きかけるのは有

効な手段だと思う。 

・条例の内容を動画、まんが等でわかりやすく解説してほしい。 

・親が良い手本を見せ子どもにマナーを教えると良いと思う。 

・喫煙ルールや喫煙マナーの対策が必要であり、周知啓発に力を入れてもら

いたい。たばこ税を財源として喫煙者教育を最初に実現すべきである。 

・喫煙者のマナーを向上させれば子どもの受動喫煙は軽減されていくと思う。

・子どもを受動喫煙から守るシンボルのシールなどを各所に貼るなど具体的

な取組みを行うと良い。 

・助言、支援その他の必要な施策は市民個人にも行ってほしい。 

・他都市ではＳＮＳによる相談窓口を設置しているので参考にしてほしい。

【市の考え方】 

 条例の内容についてわかりやすく周知し、理解と関心を深めることは、子

どもの受動喫煙防止を推進するためにも重要であると考えております。いた

だいたご意見も参考にさせていただきながら、条例の内容についてわかりや

すく周知が図れるよう、条例の普及・啓発を進める中で工夫してまいります。
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８ その他（４９件） 

【市民意見】 

・子どもの受動喫煙防止のために喫煙者に対して国が対策をしていないのは

どうかと思う。 

・受動喫煙を防ぐための取り組みをマナーからルールに変えよう。 

【市の考え方】 

改正健康増進法の施行により、望まない受動喫煙を防止するための取り組

みは、マナーからルールへと変わり、２０歳未満の方は喫煙場所に立ち入れ

なくなるなど、子どもの受動喫煙防止も強化されます。本市においても、改

正健康増進法が徹底されるよう、的確に対応してまいります。 

 

【市民意見】 

・歩きたばこ、たばこのポイ捨てに注力してほしい。 

・歩きたばこやポイ捨てに対しての罰則を強化してほしい。 

・名古屋市は路上を全面禁煙にすべきである。路上でも子どもたちは大人の

たばこに苦しめられている。 

・喫煙禁止エリアを広げるなどの具体的施策を伴わないのでは何もしないの

と大差ない。 

・市の公衆喫煙所をパーテーション型からコンテナ型にするなど改良してほ

しい。 

【市の考え方】 

 歩きたばこ、吸い殻のポイ捨て、路上禁煙地区に関する施策や取組みは、

安心・安全で快適なまちづくりなごや条例によるものであり、受動喫煙防止

を目的としているものではございませんが、屋外の受動喫煙の問題への対応

にあたり、引き続き所管の部署と連携してまいりたいと考えております。 
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【市民意見】 

・受動喫煙は喫煙者がマナーを守って喫煙するようにすれば良い。 

・喫煙者の多くがマナーを守って喫煙していることにもっと注目してほしい。

・子ども達が遊んでいる近くで親がスマホと喫煙をしているのはどうかと思

った。 

・たばこの製造販売を辞めれば無駄な仕事が減り良いと思う。 

【市の考え方】 

 いただいたご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

 

【市民意見】 

・自動車の排出ガスについて検討してほしい。 

・ながら運転や危険運転を規制してほしい。 

・車の排ガス、原子力の問題等力を入れて主張すべき問題がたくさんあると

思う。 

・たばこの煙に比べて、排気ガスの方が有毒であり第一に対策を考えてほしい。 

・酒、ギャンブル、排ガス等をもっと規制してほしい。 

・学校の設備をあげる、教師のレベルを上げる等を期待したい。 

・給食の改善や自動車から子どもを守ることを考えるのが先決だと思う。 

・いじめや総合的な子ども対策を市としてどうしていくのかという考え方が

必要であり、各部署がスポットでなく子ども対策を市としてどう考えてい

るのか広報してほしい。県とも連携してほしい。 

・子どものいじめに関して、学校、教育委員会に厳しい対応をしてほしい。

・ＰＭ２．５の対策をしてほしい。 
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・歩きスマホ等のマナー条例を検討した方が良いと思う。 

・もっと教えてあげなければいけない問題があると思う。 

・大気汚染、地球温暖化、プラスチックごみ等の対策に取り組むべきだと思う。

・なごや子ども条例に受動喫煙について書かれていないが、子ども条例でも

たばこから子どもを守れるような政策をするべきだと思う。 

・公園で犬の散歩をしている人をどうにかしてほしい。 

【市の考え方】 

 今後の市政運営の参考とさせていただきます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


